
地域 事業所名 事業所所在地 掲載ページ

訪問看護ステーションすずかけ 青森市里見２丁目１３－１

訪問看護ステーションやよい 青森市矢田前字弥生田４７－２ 59-60

じけいかい訪問看護ステーション 青森市安田字近野１３６－１ 61-62

訪問看護ステーションのぞみ
青森市東大野１－１－１２レトア１０１号
室

生協訪問看護ステーション八甲 青森市問屋町一丁目１５番１０号

協立訪問看護ステーション 青森市東大野二丁目３－７

訪問看護ステーション　マザー 青森市妙見３丁目１１－１４

訪問看護ステーションはーとけあ 青森市中央一丁目２７番５号

訪問看護ステーションあうら 青森市幸畑２丁目６番１０号

訪問看護リハビリステーション　スマイル 青森市問屋町２丁目１４番地６

訪問看護ステーション　ユリカ 青森市橋本２丁目１５番８号

まちだ訪問看護ステーション 青森市羽白字沢田４４番地２

訪問看護ステーション　あかり 青森市羽白字沢田７１９番地３

あおかい訪問看護青森東
青森市浪打一丁目１４番３号　ＪＭＧビル
４階

訪問看護ステーション　デューン青森 青森市長島２丁目１６－２　岩渕ビル２階

医療法人雄心会　新都市訪問看護ステーション 青森市石江３丁目２番地４

ほーむおんナースステーション 青森市小柳六丁目２１番３号

ハピネス訪問看護ステーション 青森市浪岡下十川字村元５９番地１

青森県立つくしが丘病院訪問看護ステーションつくしのえん 青森市大字三内字沢部３５３番地９２

ナースステーションまごの手 青森市沖館５丁目８番５号

アピイ訪問看護ステーション 青森市問屋町一丁目７番２１号

訪問看護ステーション　フウカ 青森市大字浪館字前田４３－７

訪問看護ステーション　いなせ
青森市小柳一丁目１７番１１号Ｌｕｍｉｎ
ｏ小柳１０３号

きたばたけ訪問看護ステーション 青森市堤町二丁目１３番６号

みちのくリハビリ訪問看護ステーションあおば 青森市青葉３－９－８三成ビル２階Ｅ号室 63-64

医心館　訪問看護ステーション　青森 青森市奥野三丁目１４番２１号

訪問看護ステーション　えにし
青森市南佃二丁目１７番１号メゾンオリン
ピアＢ号

清風荘訪問看護ステーション 東津軽郡平内町小湊字薬師堂６３－６０ 65-66

青森県内訪問看護ステーション一覧
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地域 事業所名 事業所所在地 掲載ページ

訪問看護ステーションことぶき 弘前市清野袋字岡部４３３－１

城東訪問看護ステーション 弘前市城東中央４丁目１番地２

津軽保健生活協同組合健生訪問看護ステーションたまち 弘前市大字向外瀬字豊田２９２－１

訪問看護ステーションふれあい 弘前市八幡町三丁目１－１

訪問看護ステーショントナカイハウス 弘前市大川字中桜川１８番地１０

バンドーウェルフェアグループ株式会社訪問看護事業部 弘前市西城北２丁目６番地３

訪問看護ステーションほのか 弘前市泉野五丁目６番地７

訪問看護ステーション　アシスト 弘前市川先３丁目４－５

訪問看護ステーションあいびす 弘前市館野１丁目３番地２３

早稲田ケアサポート
弘前市早稲田４丁目７－９エルダーファミ
リー弘前

有限会社ケアサポートかがやき 弘前市野田一丁目４番地１６

ひいらぎ訪問看護ステーション 弘前市南大町一丁目１１番地３

訪問看護ステーション高舘山 弘前市五代字沼田１３－５

ナースステーション向外瀬 弘前市田町五丁目６番地４

訪問看護事業所　共 弘前市清原二丁目１０番地２０

石川訪問看護ステーションやすらぎ 弘前市石川字大仏下２５－１

訪問看護ステーション　ひなた 弘前市青山二丁目１番地２

ビーンズ訪問看護ステーション 弘前市高田三丁目１番地１０

フレディ訪問看護ステーション 弘前市大字百石町４７－１

訪問看護ステーションあした弘前ステーション 弘前市大清水四丁目８番地３

三笠訪問看護ステーション 弘前市大字堀越字柳元２９３番地

訪問看護ステーションゆとり 弘前市大字高屋字本宮５１９番地１

弘前医療福祉大学在宅ケア研究所附属訪問看護リハビリステーション
そら

弘前市大字小比内三丁目１８番地１

訪問看護ステーションかふく 弘前市大字清水３丁目１番地１５

訪問看護ステーション翡翠 弘前市大字寒沢町１６番地３６

訪問看護ステーションのぞみ 弘前市八幡町１丁目２番地２

ハート訪問看護ステーション 黒石市松原７８－１３

訪問看護ステーションあんずの里 黒石市牡丹平字福民西７７－１

訪問看護ステーション・ゆうじょう 黒石市大字東野添字長坂道北１５２番地７

訪問看護ステーション　はと 黒石市大字浅瀬石字扇田３７９番地

ときわ会訪問看護ステーション 南津軽郡藤崎町榊字亀田２－１

訪問看護ステーションおおわに 南津軽郡大鰐町大鰐字湯野川原９２－１３

訪問看護ステーションぶどうの実
南津軽郡田舎館村川部字上西田１３０番地
１４

訪問看護ステーションさいかち
南津軽郡田舎館村大字東光寺字前田７０番
地２

訪問看護ステーションライラック 北津軽郡板柳町掛落林字前田２６２番地１

訪問看護ステーションマスダ 五所川原市新町４１

訪問看護ステーションあおぞら 五所川原市湊字船越３１１－１

訪問看護ステーション結 五所川原市芭蕉１８－４

訪問看護のざと 五所川原市神山字牧原５６番地１

訪問看護ステーションハルニレ 五所川原市水野尾字懸樋２１８番地１

訪問看護ステーション白生会 五所川原市中平井町１４２－１

訪問看護ステーションにじの樹
つがる市木造赤根３番地１６号メゾンドア
カネ１０１号

深浦町訪問看護ステーション
西津軽郡深浦町大字広戸字家野上１０４－
１

あじがさわ訪問看護ステーションしあわせ
西津軽郡鰺ヶ沢町南浮田町字金沢街道ノ沢
５５番地９

鶴田町社会福祉協議会訪問看護ステーション 北津軽郡鶴田町鶴田字鷹ノ尾３４ 67-68

訪問看護ステーションいしずえ五所川原 五所川原市栄町３４番地６

津
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地域 事業所名 事業所所在地 掲載ページ

ねんりん訪問看護ステーション 八戸市小中野一丁目４番５２号

杏の里訪問看護ステーション 八戸市大久保大山３１－２

リハビリパーク訪問看護ステーション 八戸市小中野一丁目３番３２号

長者訪問看護ステーション 八戸市糠塚字下道７－３９

訪問看護ステーションケアポート 八戸市河原木字北沼２２－３９

コスモス訪問看護ステーション 八戸市柏崎一丁目１０－１０

訪問看護・介護ステーション　五福 八戸市田面木字赤坂２４－１

八戸市医師会訪問看護ステーション 八戸市柏崎六丁目２６－１

生協訪問看護ステーション虹 八戸市南類家１丁目１３－１０

八太郎山の家訪問看護ステーション 八戸市河原木字八太郎山３－１４０

訪問看護ステーション売市訪問看護サービス 八戸市売市一丁目２－２７

訪問看護ステーションえがおみょう 八戸市妙分枝３８－３

おおひらき訪問看護サービス 八戸市鮫町字大開１５－２

ニチイケアセンター八戸　訪問看護ステーション 八戸市根城三丁目４番１７号

訪問看護ステーションゆとり 八戸市尻内町字表河原３１－２

ビリーブ訪問看護八戸中央 八戸市類家五丁目２７番１号

訪問看護ステーションやわた 八戸市八幡字下樋田１番地４

訪問看護ステーション愛和の里リーベ 八戸市大久保字下長根２０番地５

たものき訪問看護事業所 八戸市田面木字堤下９番地４  １０６号室

訪問看護ステーション　ふくろう 八戸市江陽一丁目３番１６号

訪問看護ステーションひだまり家 八戸市新井田平ノ前７－１

あおい訪問看護ステーション 八戸市柏崎二丁目２番６号ソラーナ１０１

しろがね訪問看護ステーション 八戸市白銀町字堀ノ内６番５

訪問看護ステーションアットティー
八戸市尻内町鴨ヶ池１３８－２Ｐｅｅｒ小
夏Ｄ棟

訪問看護事業所ラインヒルズ 八戸市新井田木戸場２０

ハーモニーナースステーション 八戸市青葉一丁目１７番７号

訪問看護ステーション　ケアパークこうよう 八戸市江陽二丁目１番３２号

訪問看護ステーション　さくら会
八戸市大字尻内町字鴨ヶ池１３８－２Ｐｅ
ｅｒ小夏Ｂ棟

あい楽訪問看護リハステーション 八戸市新井田字石動木平１－１１

訪問看護ステーションおはな
八戸市新井田西３丁目１８番４号リバース
ワンＤ

あいケア訪問看護ステーション 八戸市南類家１丁目３番８号

医心館訪問看護ステーション八戸 八戸市田向五丁目１２番１号

ミライフルホームナースサービス八戸 八戸市南類家二丁目１７番１９号 69-70

訪問看護ステーションまる 八戸市湊高台三丁目１番１３号

訪問看護ステーション結 八戸市東白山台三丁目２０番５号

ごのへ訪問看護ステーション　ｉｎ　さくら荘 三戸郡五戸町倉石中市字新山平６４－１

田子町訪問看護ステーション 三戸郡田子町田子字前田２－１

はらクリ訪問看護ステーション 三戸郡南部町苫米地字白山堂１３番２ 71-72

訪問看護リハビリステーション愛あい 三戸郡五戸町字下長下タ９１－８

訪問看護ステーション想い 三戸郡南部町大字大向字小波田４７番地２

ナースセンターサイン 三戸郡階上町蒼前西三丁目９番地１８０６

八
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＜参加施設採用情報紹介を御活用いただくにあたっての注意事項＞

健やか力向上推進キャラクター 「マモルさん」

【取りまとめ・発行】

　青森県健康福祉部医療薬務課医務指導グループ

　〒030-8570　青森市長島１丁目１－１

　Tel：017-722-1111（内線6242）　　Fax：017-734-8089

　E-mail：iryo@pref.aomori.lg.jp

○掲載した内容は、令和４年７月時点で各参加施設において作成したものであり、

青森県では具体的内容、詳細等は把握しておりませんので、確認したい点がある

場合は、各施設の問い合わせ担当者へ電話等により御確認願います。

○各参加施設の掲載内容について、施設により該当しない部分や項目は、取り消

し線や斜線で表示しています。また、空欄となっている部分や項目は、各参加施設

の判断により情報を差し控えているものです。

地域 事業所名 事業所所在地 掲載ページ

十和田訪問看護ステーション 十和田市切田字横道１００－２２ 73-74

訪問看護ステーションみちのく
十和田市三本木字里ノ沢１４８－５有料老
人ホームロイヤルヴィラみちのく内

訪問看護ステーション　ちくば 十和田市東三番町１０番５５－６号

訪問看護ステーション　えがお 十和田市穂並町６－２７

訪問看護ステーション　ふたば 十和田市東三番町６番３３号

訪問看護ステーションどんぐり村 十和田市三本木字一本木沢９３－７

みどりの風訪問看護ステーション 十和田市西十二番町１０番２０号 石倉荘１

三沢訪問看護ステーション 三沢市栄町三丁目１２５－１

ひばり訪問看護ステーション 三沢市三沢字南山６０－２

訪問看護ステーションケアポートみさわ 三沢市三沢園沢２１９－１０４

のぞみ訪問看護ステーション 三沢市中央町四丁目６番１３号

ハッピー訪問看護ステーション 三沢市古間木山１４１番１８４

ニチイケアセンター三沢訪問看護ステーション 三沢市大町二丁目８－３

かすがだい訪問看護ステーション 三沢市春日台二丁目１５２番地４１４号

訪問看護ステーションケアポートしもだ 上北郡おいらせ町山崎２６０８－５

彩香園アルテリーベ訪問看護ステーション 上北郡東北町大浦字境ノ沢１２７

公立野辺地病院訪問看護ステーション 上北郡野辺地町鳴沢９番地１２

みちのく訪問看護ステーション むつ市十二林１７番１号 75-76

公済会訪問看護ステーションやまびこ むつ市小川町一丁目１－５

訪問看護ステーション　むつ
むつ市緑町１６番１８号 ヴィヴィエンダＡ
棟

バンドーウエルフェアグループ株式会社訪問看護事業部むつ むつ市新町３２番１５

えむナースステーション むつ市小川町一丁目１番１２号

下
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